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100,527世帯（前月比72世帯増）
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「社会を明るくする運動」
内閣総理大臣メッセージ伝達式

左から芹野会長、区長

「社会を明るくする運動」とは、犯罪や
非行のない安全で安心できる明るい地域
社会を目指す運動です。内閣総理大臣か
らの「安全・安心の国づくりのためには、
犯罪や非行から立ち直ろうとする人たち
を再び地域の輪に迎え入れ、誰もがやり
直し、活躍できる社会を構築することが
重要」というメッセージが、
早良保護区保
護司会の芹野正通会長（67）から区長へ
伝達されました
（写真）。
芹野会長は、
「立ち直りたい人をみんな
で応援し、更生を
助けるとともに、
犯罪予防の啓発
活動も続けていき
ます」
と話し、
同会
と区が協力して取
り組むことを確認
しました。
i区地域支援課
a833-4403 f851-2680

お盆期間のごみと供え物の収集
◆お盆期間もごみは平常通り収集します。
◆お盆の供え物は８月15日㈯夜に収集しま
す。時間・収集場所は下表の通りで、校区を問
わず持ち込めます。
i区生活環境課 a833-4340 f841-6687
校区

時間

収集場所

西新 18:00～21:30 百道浜橋南側（西新二丁目23）
室見駅南自転車駐車場南側
室見 18:00～21:00
（室見五丁目14）
原 17:00～22:00 荒江公園北側（荒江三丁目16）
天国社福岡会館駐車場
大原 18:00～21:00
（原三丁目16）
飯倉
飯倉会館駐車場
17:00～21:00
中央
（飯倉二丁目13）
15:00～22:00 丸尾会館前（飯倉六丁目15）
飯倉
17:00～21:00 鎧田児童広場（飯倉七丁目11）
田隈 17:00～22:00 田隈公民館（野芥二丁目８）
矢倉橋上流の室見川沿い
四箇田 17:00～22:00
（四箇一丁目15）

国民年金保険料の免除申請受付中
保険料の納付が困難なときは、納付が免除
または猶予される場合があります。本人や配
偶者、世帯主の前年の所得などにより審査さ
れます。また、新型コロナウイルス感染症の影
響により収入が減少した人は、今年２月以降
の所得見込額による審査が可能ですので、下
記までお問い合わせください。
i区保険年金課 a833-4323 f846-9921
入部出張所 a804-2014 f803-0924
j年金手帳、マイナンバーカードまたは通知
カード、運転免許証等の本人確認書類。
失業を
理由に申請される人は雇用保険受給資格者証
か雇用保険被保険者離職票。

サザエさん通り食育レシピ集
～高齢期向け～完成

65歳になったら 抽選10人 無料
運動から始める認知症予防教室

区は、
食を通じた健康づくりのため、
元気な
脳の認知機能を確認する
サザエさん一家の食卓をイメージしたレシピ
簡易検査で、自分にあった
を公募し、ライフステージごとに冊子にまと
認知症予防法を学びます
めています。これまでの
「幼児期・子ども期向
（写真）。自宅でできる体操
け」
「若者期向け」
「成人期向け」
に加えて、
昨年
や口腔（こうくう）講話・栄養講話を行います。
度実施した
「高齢期向け」
24日、
10月１日、
15日、
22日の木曜
d ９月10日、
レシピコンクールの入賞
日、
全５回、
午前１0時～11時半 l早良保健所
作品をまとめたレシピ集
i区地域保健福祉課 a833-4363 f833-4349
が完成しました。区役所
t医師から運動制限を受けていない65歳以
や区保健所で配布してい
上で、介護保険サービスを利用していない人
©長谷川町子美術館
ます。
ご活用ください。
e電話かファクスに住所、氏名、年齢、電話番
【食育レシピ 提供飲食店 募集】
号を書いて８月17日㈪必着で同課へ。
サザエさん通り食育レシピ
（アレンジ可能）
プール・体育館での教室
をメニューとして提供する飲食店を募集して
います。市民の皆さんの健康的な食生活を応
〇クロール、背泳ぎの泳法レッスン（初級）
援する店舗として、
登録しませんか。
詳細は下
d ９月７日～11月９日の毎週月曜日、全10
記へお問い合わせください。
回、午後７時～８時半
i区健康課 a851 6012 f822 5733
li早良市民プール a841-1080 f846-6528
t18歳以上（15ｍ以上泳げる人）
こころの病 家族教室・交流会 無料
c抽選で15人 y5,200円
①家族教室
（先着20人）
eはがきで同プールへ申し込み。８月15日㈯
必着。詳細はお問い合わせを。
こころの病
（統合失調症）
についての正しい
〇タイ式ヨガ☆ルーシーダットン教室
知識を学び、
理解を深めます。
（９月23
午後１時半～３時半
d ９月９日～11月４日の毎週水曜日
d下表の通り、
、
全８回、
午後７時15分～８時45分
l早良保健所 t統合失調症の人の家族で、 日を除く）
できるだけ全３回に出席できる人
li早良体育館 a812-0301 f812-6458
t18歳以上 c抽選で30人 y4,900円
回 日 程
内 容
１ ８／27㈭ 統合失調症の症状と治療について
eはがきか同体育館窓口で直接申し込み。
２ ９／３㈭ 家族の対応について
8月15日㈯必着。詳細はお問い合わせを。
３ ９／10㈭

福祉サービスについて
当事者からのメッセージ

②家族交流会(各回先着20人)
こころの病を患う人の家族が、お互いの悩
みなどを語り合うための交流会です。
10月14日㈬、
12月９日㈬、来
d8月12日㈬、
年２月10日㈬、午後１時半～３時半
（参加し
たい日を選んで参加）
l地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー ぷ
らっと(荒江二丁目８-６)
tこころの病を患う人の家族
※①②共通
i区健康課 a851-6015 f822-5733
e ８月３日㈪から電話かファクスで同課へ。

第１回

早良区人権講座

無料

【テーマ】聴覚障がいについて ～聞こえない、
聞こえにくいって？～
【講師】
福岡県立福岡聴覚特別支援学校 指導
教諭 天野秀紀さん
※手話通訳、
要約筆記あり
午前10時～正午
d ８月28日㈮、
l早良市民センター c先着100名
i区生涯学習推進課 a833-4401 f851-2680
e ８月３日㈪から電話かファクス、メール
(gakushu.SWO@city.fukuoka.lg.jp)に氏
名、
電話番号、
「第１回希望」
と書いて同課へ。

プール利用時の注意点

プールで感染する恐れのある主な病気
と症状。
▷プール熱（咽頭結膜熱）…
高熱、喉の痛み、目の充血
▷ヘルパンギーナ…高熱、
喉の痛み、口にできる発疹
▷手足口病…手足・口にで
きる発疹
予防するには、水泳後にシャワー、うが
いを十分に行い、タオルを共用しないこ
と。感染の疑いがある場合は、病状の悪化
を防ぎ、周りの人にうつさないために、
プールの利用を控えましょう。
i区衛生課 a851-6602 f822-5733

高齢者乗車券と福祉乗車券の
申請・交付 が 郵送 に変わります

区役所・入部出張所窓口では申請・交付
を行いませんのでご注意ください。
〇高齢者乗車券についての詳細・問い合
わせ先は本紙７面でご確認ください。
〇福祉乗車券については福祉乗車券等郵
送受付センター a0120-368-300 f
0120-368-350へ問い合わせを。

